埼玉県民手帳2022広報用A4チラシ W210mm×H297mm

2022

令和3年10月14日（木）発売！
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埼玉の魅力満載 !

︵税込︶

価格

50

グレイッシ
ュブルー

ブラック
サイズ 縦 14cm×横 9cm 厚さ1cm

埼玉県内39施設でおトクに遊べる！
「ちょっ得」パスポート付いてます
「ちょっ得」
パスポートとは？

施設を利用する際、割引や
プレゼント等のサービスを
受けることができます

埼玉を知る!
豊富な統計情報

渋沢栄一
50 の訓言

埼玉県や市町村の状況が
分かる様々な統計資料を
掲載

週間カレンダーに
渋沢栄一の訓言を収録!

販 売 場 所
●埼玉県庁 統計相談室（埼玉県庁第二庁舎 1 階）
●市役所・町村役場の統計担当など（一部取扱していない市町村があります）
●県内の一部の書店、ホームセンター、コンビニエンスストアなど
●埼玉県県民活動総合センター ●埼玉県物産観光館「そぴあ」
●郵送をご希望の方は埼玉県庁 統計相談室（下記連絡先）までご連絡ください

詳しい販売場所は

埼玉県民手帳

（料金前払い 払込手数料及び送料は購入者負担となります）

発行 : 埼玉県統計協会 〒330-9301 さいたま市浦和区高砂 3-15-1

☎ 048-830-2330 ／ FAX 048-830-4723

検索

2022年版

ア

行田市

上尾市
三協堂書店

048-771-0167

高砂屋書店 PAPA上尾店

048-772-1773

ブックマルシェ 上尾店

048-778-5507

朝霞市
CHIENOWA BOOK STORE 朝霞店 048-450-6760
TSUTAYA BOOKSTORE 朝霞台店 048-475-0515

埼玉県民手帳

川島書店

048-554-7241

宮脇書店 行田持田店

048-554-6300

久喜市
アークオアシス久喜菖蒲店

0480-87-1566

大屋書店

0480-85-0122

温古堂書店

0480-21-0100

蔦屋書店 フォレオ菖蒲店

0480-87-0800

取扱書店など(埼玉県内）

さいたま市 ( 見沼区 )

順不同

東松山市

TSUTAYA ハレノテラス東大宮店 048-680-1310
坂戸市

進明堂

0493-22-0138

蔦屋書店 東松山店

0493-31-0077
0493-22-0108

安斉書店

049-281-0145

文林堂

よむよむ 坂戸入西店

049-282-4646

リブロ ピオニウォーク東松山店 0493-31-0713

幸手市

リブロ 東松山店

TIME CLIP 幸手店

0480-44-4455

ならいち

0480-42-1231

0493-27-1386

日高市
日高ブックセンター ひまわり 042-982-2252

一進堂

048-464-3515

鈴木屋書店

048-461-3423

杉浦書店

048-522-0872

謙受堂

04-2952-2509

TSUTAYA 籠原店

048-570-6166

宮脇書店 朝霞店

048-460-3809

須原屋 熊谷店

048-523-1111

未来屋書店 狭山店

04-2969-5125

小野時習堂書店

048-571-0223

関口書店

048-588-0071

盛文堂書店

04-2952-2815

小野書店

048-585-3636

蔦屋書店 熊谷店

048-530-6400

入間市
紀伊國屋書店 入間丸広店

04-2966-1177

ヤマトウ

04-2962-1275

小鹿野町
0494-75-0211

村上書店
小川町

0493-72-0007

三星社

熊谷市

狭山市

鴻巣市
奥沢書店

048-541-0144

翰成堂書店

048-548-0851

リブロ 鴻巣店

048-540-7124

越谷市

深谷市

ブックマルシェ アリオ深谷店 048-570-5130

志木市
ナカガワ

048-471-0181

みやかわ書店

048-487-1112

杉戸町

富士見市
リブロ ららぽーと富士見店

049-275-1090

ふじみ野市

TSUTAYA 杉戸店

0480-33-9391

未来屋書店 大井店

田沼書店

0480-32-0055

よむよむ ビバモール埼玉大井店 049-256-4646

049-278-2550

TIME CLIP 北越谷店

048-976-2288

あすなろ文庫

048-771-1153

文之堂

048-966-5755

大坂屋書店

048-925-6662

清野書店

0495-22-2339

高砂屋書店

048-771-6772

宮脇書店 越谷店

048-962-3500

高砂ブックス

048-927-1355

蔦屋書店 本庄早稲田店

0495-27-3310

明詩社書店

048-964-2020

よむよむ 草加松原店

048-946-4646

文会堂書店

0495-72-1028

よむよむ 草加谷塚駅前店

048-928-1207

文具ショップみなみ

0495-21-5533

よむよむ アピタ本庄店

0495-27-4646

桶川市

リブロ ベニバナウォーク桶川店 048-788-4236
越生町

サ

のとや成野書店

049-292-2003

さいたま市 ( 岩槻区 )

草加市

本庄市

タ

カ

オークスブックセンター岩槻店 048-790-1010

春日部市

多ヶ谷商店

048-756-0133

TIME CLIP 秩父黒谷店

0494-25-5088

水野書店

048-756-0112

TSUTAYA 秩父店

0494-22-6060

宮野前科学

0494-23-3811

TSUTAYA 春日部16号線店 048-752-8776

秩父市

マ
松伏町
048-992-3290

元書店

TSUTAYA 春日部店

048-755-2391

酒井書店 中央店

048-737-7171

紀伊國屋書店 浦和パルコ店 048-871-2760

服部書店

048-735-2255

秀陽堂

048-882-4302

yc vox ワカバウォーク店

049-272-5222

紅雲堂書店

048-752-2853

須原屋 コルソ店

048-824-5321

早鞆図書

049-271-4638

宝珠堂書店

048-748-1033

須原屋 本店

048-822-5321

よむよむ 鶴ヶ島脚折店

049-271-0046

宝珠堂書店 駅前店

048-746-0913

佃文教堂

048-822-2378

メディアライン春日部店

048-878-9812

佃文教堂 埼玉県庁店

048-833-9919

TSUTAYA 新所沢店

04-2929-3040

ブックランドエル

049-295-6957

リブロ ララガーデン春日部店 048-731-6820

未来屋書店 北浦和店

048-826-7133

TSUTAYA 所沢山口店

04-2925-5033

皆さんの駅前本屋

049-294-0045

加須市

さいたま市 ( 浦和区 )

鶴ヶ島市

所沢市

野村書店

048-955-4767

みさと書房 北口店

048-958-6058

皆野町
新井商店

0494-62-0242

毛呂山町

TSUTAYA BOOKSTORE グランエミオ所沢 042-968-8270

さいたま市 ( 大宮区 )

三郷市

ヤ

TSUTAYA 大利根店

0480-31-7788

押田謙文堂

048-641-3141

菊屋書店

04-2949-0496

TSUTAYA 加須店

0480-63-2220

紀伊國屋書店 さいたま新都心店 048-600-0830

斉藤書店

04-2922-8093

TSUTAYA 八潮店

048-997-2277

カサモ関口商店

0480-61-0041

三省堂書店 大宮店

新盛堂

04-2922-4604

タカヤナギ

048-996-1228

パルコブックセンター 新所沢店 04-2998-8175

日の出文具

048-996-9741

048-646-2600

ジュンク堂書店大宮高島屋店 048-640-3111

川口市
かいばや書店

048-223-2469

金川屋

048-281-1100

川口堂

048-222-2920

須原屋 アリオ川口店

048-241-7266

須原屋 川口前川店

048-263-5321

文泉堂

048-252-3729

川越市

矢島書店

048-641-0220

リブロ エキュート大宮店

048-648-8790

さいたま市 ( 北区 )
未来屋書店 大宮店

048-662-8300
048-853-1100

さいたま市 ( 中央区 )

T's Books

049-265-8707

Book Depot 書楽 北与野店 048-852-6581

049-239-1922

未来屋書店 与野店

紀伊國屋書店 川越店

049-224-2573

精文堂

049-247-0025

福田屋

049-222-0358

吉田謙受堂

049-222-0226

Suharaya ビーンズ武蔵浦和店 048-711-8113

リブロ 川越店

049-228-7246

書房すみよし南浦和店

048-767-7405

須原屋 武蔵浦和店

048-872-0550

川島町
蔦屋書店 川島インター店

048-442-1243
048-449-4080

小島正心堂

ナ
蔦屋書店 滑川店

048-851-6070

さいたま市 ( 西区 )
048-620-1534

さいたま市 ( 南区 )

旭屋書店

048-982-0018

吉見町
0493-54-0082

寄居町
0493-57-0032

豊光堂書店

048-581-0064

ワ

羽生市

和光市

斉藤三光堂 駅前店

048-563-1670

未来屋書店 羽生店

048-563-3063

048-461-2121

山屋
蕨市

048-441-1515

志誠堂

飯能市
安藤芳文堂

042-973-9671

ひまわり書店

042-972-4707

049-211-0008

北本市
TSUTAYA 北本店

福仙堂
未来屋書店 北戸田店

ハ

TSUTAYA 鶴ヶ島店

未来屋書店 大宮西店

吉川市

滑川町

さいたま市 ( 桜区 )
一清堂

戸田市

八潮市

048-592-6911

在庫切れの場合がありますので、電話などにより店舗への事前確認をお勧めします。
また、上記以外の書店でも販売・取り寄せをしている場合があります。
埼玉県マスコット
「さいたまっち」＆「コバトン」

その他の
販 売 場 所・
取扱店舗

統計相談室（埼玉県庁第二庁舎1階、TEL048-830-2330）
、埼玉県県民活動総合センター（伊奈町、TEL048-728-7116）、
埼玉県物産観光館「そぴあ」
（さいたま市大宮区、TEL048-647-4108）
、地場産品ショップ「ゆい」
（富士見市役所内、TEL049-251-2711）、
（株）ハシモト（川越市、TEL049-224-5511）
、県内セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン、イオン、ポプラ、生活彩家、スリーエイト、
ニューイング、文具のプラス、カインズ、コーナン、ケーヨーデイツー、ビバホーム、スーパービバホーム、セキチュー、JOYFUL-2、
ホーマック、WonderGOO
※取扱いのない店舗もあります。また、社会情勢などの影響で休業・取扱いを中止する場合があります。

◆詳しい販売場所は、埼玉県ホームページ「2022年版埼玉県民手帳のご案内」をご覧ください。
URL https://www.pref.saitama.lg.jp/a0206/kenmin-tecyo.html
お問合せ先

埼玉県統計協会

〒330‑9301

さいたま市浦和区高砂 3-15-1 埼玉県総務部統計課内

TEL

048-830-2330

